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● 新入生の皆さん ご入学おめでとうございます!!
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～感動の多い充実した学校生活を～
校

長

秋 武

達 朗

ぞれの学科の特色を披露してくれました。

森とせせらぎに包まれ

「税に関する作文・標語」における学校賞，

た清藤の丘は桜が満開と
なり，希望の春を感じさ

社会福祉科の青少年功績賞など各方面での

せ る 季 節 と な り ま し た。

受賞とともに，野球部の甲子園初出場，駅

保護者の皆様，鹿児島城

伝部の全国陸上５千メートル優勝，空手道

西高等学校へのお子様の

部のアベック優勝など，多くの部活動がす

ご入学，誠におめでとうございます。また，

ばらしい成績を収めました。

在校生は２年生，３年生への進級本当にお

また，東京オリンピック出場を目指す大迫

めでとうございます。今年も多くの新入生

勇也選手，日本オープンゴルフ２回目優勝

を迎えることができ，感謝申し上げる次第

の稲森佑貴選手の活躍なども，全国に鹿児

です。この新しい出会いによって，高等学

島城西高等学校の名声を高めてくれました。

校における新たな人生のー歩を踏み出して

「夢あふれ 希望の花咲く 鹿城西！」の

いってほしいものです。人の人生は，いろ

とおり，在校生や卒業生の素晴らしい活躍

いろな人との出会いを通して「心を養い，

は本校の実績として，良き伝統として後輩

考えを深め，生き方を探る」と言われてい

への道しるべとなり，励ましとなって末永

ます。この出会いを大切にして生徒，教師，

く受け継がれていくものと思います。そし

保護者が学び合いながら人間的に成長し，

て，今年の東京オリンピックや，２年後の

お互いの絆を深められたらと願うことです。

鹿児島国体に出場できる選手の育成にも尽
力しております。

本校は，学校法人日章学園，後藤洋一理
事長の卓越した教育理念のもと，ユニーク

このように学校は生徒に夢を持たせ，そ

な学校運営が実践され，特色ある９学科６

の夢を実現するところです。今年度も，生

コースと福祉共生専攻科が設置されてい

徒会のグランドデザインをもとに「感動の

て，全国的にも大変注目されている学校で

多い充実した学校生活を」を目標に，生徒

す。また，特色ある学校行事や学習内容，

一人一人が楽しく生き生きとした高校生活

部活動の活躍で毎年多くの輝かしい実績を

を過ごせるように，教職員一同全力を尽く

あげていることは，マスコミ等の報道によっ

します。本校の教職員は豊かな心や思いや

て，広く世間にも知られているところです。

りを育てる教育を実践し面倒見の良い学校
になることを目指していきます。

『好きなことを学んでプロの道を目指す学

保護者の皆様の温かいご理解と，ご協力

校』として令和２年度はコロナ禍の中では

をどうぞよろしくお願いいたします。

ありましたが，体育祭や文化祭，感謝の集
い等で生徒・教職員がー体となって，それ
－1－

令和２年度

卒業式を挙行

令和３年３月１日（月），令和２年度の卒業式を本校体育館にて挙行しました。
今年度も新型コロナウィルス感染防止のため縮小しての実施となりましたが，専攻科を含め418名が
鹿児島城西高等学校を立派に巣立っていきました。
令和２年度，様々な学校行事や部活動の大会などが縮小や中止を余儀なくされ，卒業生にとっても悔
しさの残る最終学年の一年間になったことと思います。それでも，進路活動や資格取得など自身の夢実
現に向けて精一杯取り組んでくれました。大きく変わった学校生活の中でも最上級生としての頑張りを
発揮し，学校生活に活気をもたらしてくれました。
決して忘れることのない高校生活最後のこの日，卒業式を迎えた卒業生の姿はとても立派で，自信に
満ちていました。
式内では，昨年９月「KTSの日」特別番組で本校吹奏楽部とコラボレーションしてくださったナオト・
インティライミさんから届いたビデオメッセージが披露されるなど卒業生に向けてのサプライズもあり
ました。多くの方々に祝福されながら，卒業生たちの表情は，
とても晴れやかで笑顔にあふれていました。
これからの卒業生の活躍を期待しています。

後藤洋一理事長による告辞

秋武達朗校長による式辞

在校生送辞 生徒会長 染川陽乃さん（蒲生中出身）

卒業生答辞 生徒会長 濵屋虎白君（蒲生中出身）

－2－

保護者への感謝の言葉
進学体育科 岩 小鈴さん（鴨池中出身）

卒業証書授与
ファッションデザイン科 下西 香穂さん（川内中央中出身）

サプライズメッセージ
ナオト・インティライミさんからお祝いのメッセージが届きました

前日表彰 学園賞
代表 進学体育科 野村 昭夢君（有明中出身）

前日表彰 学園賞
進学体育科 藤田 乃那さん（名瀬中出身）

前日表彰 県知事賞
普通科 川野 妃夏里さん（加世田中出身）

前日表彰 日置市長賞
進学体育科 古市 龍輝君（鹿児島育英館中出身）

前日表彰 12か年・6か年・３か年皆勤賞
代表 普通科 永留 歩夢 君（串木野中出身）
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令和２年度の学校評価について（最終報告）
学校評価については，学校教育法の改正に伴い実施及び公表が義務化されました。本校では，一部を
レポートライフで公表しますが，具体的な内容はホームページで開示しています。
努力目標

評価項目

学校の実態に即した目標を設定 ○教
 育目標の明確化とその実践
し，教育目標を具現化する。

数値目標等

具体的方策

○各学期の確認と共通理解を図る。 ○生 徒の実態を踏まえ，努力目標
を明確にする。

評価

反省・今後の改善点

具体的方策

Ａ

○来年度の新教育課程に向けて，実 ○学科・コースの特性を生かした教科・
態に即した内容の編成に心掛けて 科目を検討していきたい。
いきたい。

Ｂ

○大きな学校行事に対しては，生徒・ ○諸会議を通して連携を密にし，効率
保護者・職員ともに評価が高い。
「感 的な運営を実施していきたい。
謝の集い」等を含め，今後も充実
を図りたい。

Ａ

○教師の授業評価共通項目の平均は ○学習目標の明確化と授業の展開を
４．
５６であったが，全ての評価が 工夫し，今後も「わかる授業」に努
５になるように，生徒が分かる授業 める。また，教職員の研究授業を
の実践に努めたい。
定期的に行い，教師相互の学習指
導技術の向上を図る。

Ｂ

○各 種資格取得試験の合格率が低 ○検 定結果を報告させ，指導・助言
かった検定については，補習参加 にあたる。また，補習計画の拡充に
の促進と指導方法の改善等を行っ 努める。
ていく。
○資格取得委員会を定期的に確実に
○１学期はコロナ禍で検定実施が困難 実施し，随時現状の把握に努める。
だったが，２学期以降意欲的に取り
組ませ，合格につなげることがで
きた。今後も，指導方法を検討し，
１００％合格を目指す。

充実した高校生活を送り，生涯 ○諸行事に対する意欲的な取組と，○学校行事等への参加意識を高め，○教 職員は，行事に参加している
忘れない感動を共有させる。
協調性が身に付いたか。
欠席者０を目指す。
生徒全体の様子を観察し，事前・
高校生活を充実させ，生涯忘れ
事後指導を的確に行う。
Ｂ
ぬ感動を享受させる。
○各 行事遂行に当たって，その目
的意識を身に付けさせる。

○コロナで中止となった行事もある ○生徒会を中心に計画的に準備し，一
が，創意工夫し企画運営を図った。 つでも新しいものを取り入れてい
○生徒が率先して行事に取り組む姿 く。
が見られ，大きな事故もなく成功 ○危機意識を常に持ちながら生徒の
に結びつけられた
安全管理に努めていく。

突発的な問題行動や事故に対し，○関 係機関との連携を保ちつつ，○問題行動０を目指し，担任・学科 ○防災訓練等への真剣な取り組み
臨機応変に対応できる指導体制を 生徒の安全を確保する。
と連携を図る。
を促すと共に，事前・事後指導
構築する。
の徹底を図る。
Ｂ
○「 道義」の徹底を図り，本校生
としての自覚と誇りを持たせる。

○あたり前のことをあたり前にできる ○ル ール，マナー，モラルを遵守さ
生徒の育成に努力し，目的・危機意 せ，本校生徒としての自覚と誇りを
識を持たせる指導に努めていく。
持たせるよう指導を行う。

生徒自らが将来に対する目的意 ○学 年別合同進路指導やホーム ○進路決定率100%を目指す。
識を持ち，進路を選択・決定して自 ルーム活動の活用
己実現を図ることができるように
する。

Ａ

○進路ガイダンス・就業体験学習の ○大学入試改革に伴いキャリアパス
実施時期を検討する。
ポートを生かした進路指導に努め
○本人の適性や能力，
興味，
関心にあっ る。
た進路指導に努めたい。
○リモートによる企業説明会の受け入
○対面面接とリモート面接の違いにつ れを考える。
いて指導する。
○進路指導室の利用促進に努める。
○各 種検査等を活用しながら，生徒
の希望に沿った進路指導に努める。

Ｂ

○英語・数学の小テストや就職模擬 ○基礎学力の向上を目指すため，教
試験を通して，基礎学力の向上を 科担当との連携を図り，就職模擬
図っていきたい。
試験や各小テストの事前・事後の
○各学年で実施する検査や試験の結 指導に努める。
果を有効活用し，自己の学力の的
確な把握に努めたい。

Ａ

○募 集に対する意識調査を実施し，○特色ある各学科の行事を生徒募集
全職員で危機意識を持って募集活 の一環として全職員が捉え，マス
動を展開していく。
メディアやウェブページを活用して
○各部・各学科で共通理解を図り，募 広く県民にアピールしていく。
集活動を展開していく。

Ａ

○学 校説明会や学校視察を通して，○参 加者に対してアンケートを実施
学校についての理解を深めていた し，体験内容の満足度等を把握す
だく。
るとともに，内容の継続・見直しを
○一日体験入学や併願合格者説明会 検討する。
のマンネリ化の防止し，改善を図る。○参加状況の推移等についての調査
を行い，より魅力ある視察内容とな
るよう検討する。

Ａ

○本校の特色を効果的にＰＲするた ○学科との定期的な制作会議の実践
め，各学科・コース，部活動との連 ○入学生徒へのアンケート調査と結
携強化を図り制作物の充実に繋げ 果に対する広報企画の見直し
る。
○スクールカラー及びキャッチフレー
○本校のブランド化を図り，県内私学 ズの発信と定着
における存在を確立させる。

Ｂ

○広報活動についての情報を全職員 ○広報に関する取組や状況について
と共有し，募集への意識を高め，学 定期的な情報提供を行う。また，各
校全体での広報活動を実践する。
科・コース独自の活動を広報の立
○ＨＰと学校案内等，デザインの統一 場から支援する。
とイメージの定着

Ａ

○社会生活の基礎となる学力の定着 ○生徒の学力の実態を正確に把握し，
を図った。また，ワープロ検定等の できるだけ個々に応じた指導を継
資格取得を推進し，自信をつけさ 続する。
せるようにした。
○職業訓練の学習や現場実習の更な
○１・２年を含めた現場実習等を通じ る充実を図る。
て，勤労生活に関する姿勢を身に ○カリキュラムの改善や指導内容・方
付けさせるべく取り組んできた。
法に関する共通理解を図り，統一
した方針のもとで職業教育を展開
していく（専攻科カリキュラムの改
善）。

Ｂ

○ＳＮＳ等の生徒指導上の問題行動 ○家庭科の学習や保護者の協力を得
が発生した。校則についての指導 て，正しい服装や身だしなみに関す
を徹底させる。
る意識を高めさせる。
○集 団行動等の基礎的知識・技能・ ○評価項目や評価基準を設定するな
態度の育成は，全教育活動を通じ どして，知識・技能・態度の育成の
て行ってきた。
達成度を分析的に把握し，課題を
明確にしていくようにする。

総務部

Ａ

○学 校説明会で教育方針を提示し，○保 護者と情報交換を密にして，連
保護者に理解を求めていきたい。
携を図る。
○グランドデザインをもとに，共通実
践を行う。

学習指導要領の趣旨を生かした ○創意工夫を生かした教育課程の ○令和４年度に向けて教育課程の ○個々の生徒の特性に適した特色
特色ある教育課程を編成する。
実施
確認と見直しをする。
ある教育課程を編成する。
生徒の実態に即した効果的な行 ○学校行事の改善・充実
事を行い，活動内容を工夫する。

○毎月の運営委員会で見直しを検 ○生徒の実態に合わせた，活動内
討する。
容を工夫・実施する。
○部長会を定期的に実施する。

的確な生徒の実態把握と，理解 ○生徒の理解度に配慮し，楽しく分 ○「わかる授業」の教科目標につ ○授 業評価アンケートを年２回実
度に配慮した学習指導の実践に努 かる授業の実践と授業評価の実 いて，５段階評価で４以上の評 施し，結果に基づいて「授業改
める。
施
価を達成する。
革シート」を作成し，授業改善に
努めている。
教務部

学習環境を整備し，自ら考え，自 ○各種資格・検定取得の奨励と補 ○各種資格取得試験の合格率80% ○各科における資格取得年間計画
ら学ぶ力の育成に努める。
習指導の充実及び模擬試験の実 以上を目指す。
の作成及び，効果的な補充授業
施
や放課後の補習等を実施する。
○定期的に資格取得委員会を実施
し，合格率や補習の内容等につ
いて随時検討する。

生徒指導部
進路指導部

○進路選択の指導助言の充実
○進路ガイダンスの充実
○就業体験学習の実施
○外部講師による面接指導の実施

自主的な学習態度の育成を図り，○就 職模擬試験，英語・数学小テ ○就 職模擬試験，英語・数学小テ ○年間計画に基づいた計画的な学
学力向上に努める。
ストの積極的な取組
ストの平均点アップを図る。
習を促す。
○過去の受験反省記録の活用を図
る。
○指定校推薦等でも学力試験が導
入されることの周知徹底
○各学科定員の100％確保

本校の教育内容を対外的に広く ○一日体験入学参加者の確保
紹介し，生徒確保に努める。
○視察受け入れの確保

○一日体験入学参加者１５00名の確 ○魅力ある体験入学の実施
保
○生徒主導の視察内容の実践
○視察団体３０以上の確保を目指す。

中高連絡部

各部・各学科の連携を強化し，○入学者の定員確保
全職員による生徒募集態勢を確立
する。

広報企画室

○各 学科・コース，部活動との連 ○入学者の定員確保と入学生徒の ○各学科定員の100％確保
携を密に図り，定員確保に繋が 入学理由の調査及び広報活動の
る効果的なデザインツールを作 検証
成する。

○教育内容の充実と向上
○中学校との連携強化

○広報企画室職員間の連携強化と
効果的広報活動についての検討
会の実施

○各 学科・コースの定員確保に向 ○報道機関への報道依頼，若い目 ○若 い目掲載件数１０件を目指す。○全職員への広報活動に対する協
け，特色ある活動や実績を広く 投稿の取組
各行事の報道件数の向上
力依頼
発信する募集活動を展開する。 ○ウェブページ・SNSや学校案内 ○県内全中学生に学校案内の配布 ○全学科・コースによるウェブペー
等の印刷物とデジタルツールを
ジ・インスタグラムの更新とタ
活用した広報活動の展開
イムリーな情報発信

特別支援教育部

学習意欲を高め，社会生活及び ○学習目標や学習過程の明確化と ○学習目標の板書及び学習過程の ○学習目標の板書
職業生活に関する基礎学力の向上 体験的学習の展開
工夫95%以上
○教材教具の活用
に努める。
○ワープロ検定，漢字検定への取 ○ワープロ検定4級以上，漢字検 ○個別指導の徹底
組
定5級以上を目指す取組
○進路達成につながる学習内容の
選定

身辺生活を適切に処理しようと ○正しい身なり，持ち物，机の中や ○共生コース１年生は75%以上
する生活態度の育成に努める。
ロッカ-などの整理整頓の習慣化 ○その他の学年は85%以上
○返事・あいさつの徹底

○ＳＨＲでの具体的な指導と点検
○係活動の充実
○即時指導の徹底
○ＳＨＲでの唱和
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前年度退職された先生方ありがとうございました
前年度をもちまして，５名の先生方が退職されました。先生方はそれぞれ本校の発展のために尽力し
ていただきました。本当にありがとうございました。
岩城

浩二

この度３月31日をもちまして定年退職することとなり，奉職以来34年間勤務させてい
ただきました。
「好きなことを学んでプロの道を目指す」の言葉とおりに中学校から始め
た卓球というスポーツに「教師」という立場で携わり，ＨＲ担任・顧問・学科長・生徒
指導部長としてたくさんの子供たちと出会え，素晴らしい経験をさせていただきました。
引き続き本校に勤務することになりましたので，今後もご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

瀬戸山

伸一

大学を卒業して、すぐにこの学園に採用されて以来37年の長きにわたり勤務させていた
だきましたことに心から感謝申し上げます。才能あるたくさんの生徒たちと触れ合い充実
した教師生活でありました。これからは、鹿児島城西高等学校応援団として何かの形でか
かわれるよう尽力してまいります。ありがとうございました。

瀬戸口

唯

短い間でしたが，お世話になりました。初めての高校，初めての担任と初めて尽くしの
一年でした。生徒の皆さん，保護者の皆さんには多くのご理解とご協力をいただきました。
感謝の一言しかありません。令和３年度も皆さんにとって素晴らしい年になることを願っ
ています。ありがとうございました。

竹之内

七海

私は，トータルエステティック科の実習助手として３年間勤務させていただきました。
短い間でしたが，きらきら輝く生徒の皆さんと過ごした時間は，私にとってとても大切な
思い出となりました。皆さんとの出会い，そしてこれまで支えてくださった方々に心から感
謝いたします。本当にありがとうございました。
これからも感謝の気持ちを忘れず，新たな道で明るい人生を歩んでいきたいと思います。
今後も鹿児島城西高等学校の卒業生として，皆さんの活躍を応援しています。
木山

晴夏

私は，鹿児島城西高等学校でパティシエ科の実習助手として３年間勤務させていただ
きました。多くの生徒と保護者の方々と関わり，
貴重な経験をすることができました。また，
職員の先生方にも助けていただきながら，自分自身成長することができました。
これからは３年間で学んだことを生かし，
新たな道で頑張っていきたいと思います。３年間，
本当にありがとうございました。
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ホテル研究同好会
「ホテル研究同好会」…初めて聞く名前の同好会かもしれませんので今回紹介をします。
ホテル研究同好会とは，ホテルに関する検定や接客サービスの技術訓練を主に活動しており，現在２
年生11名，１年生16名

計27名で活動しています。

令和２年度の活動内容は，レストランサービス技能士国家資格合格に向けた実技の練習や，文化祭で
オリジナルノンアルコールカクテルの商品開発と販売の他，肥薩おれんじ鉄道の観光列車「肥薩おれん
じ食堂」を貸し切り，３年生へ感謝のサプライズ企画など，新型コロナウイルスに負けることなく活動
してきました。
以下に活動の風景と，生徒代表の声をご紹介します。

接客のプロフェッショナルたち

緊張感あふれる国家資格実技試験練習

肥薩おれんじ食堂車内にて

立派に務めた卒業式表彰補助

ホテル観光科３年
前野 華 さん（串木野西中出身）
私はホテル研究同好会で，普段の授業では補えない専門教科の技術を学んで
います。
令和２年度は，新型コロナウイルスの影響で，活躍の場が少なかったのです
が，収束後にいつでも万全に対応ができるよう，レストランサービス技能士国家資格実技試験合
格をはじめとする技術や，ホテルをテーマに様々な接客知識の見聞を高めました。
今年度は，進路にも繋がるよう，更に技術・知識向上を目指します。
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フラダンス部
一緒に踊ってみませんか！
私たちフラダンス部は，インストラクターの岩﨑先生と門前先生のご指導のもと，毎週月曜日にレッ
スンしています。衣装もかわいくて，とても楽しく踊っています。残念ながら，昨年度はイベントの中
止が相次ぎ，なかなかステージに立つことができませんでした。少しずつ行事も回復しているので，今
年こそと楽しみにしています。
初心者大歓迎です！部員募集中ですので，興味がある生徒は是非レッスン室に来てください。

入部をお待ちしています！

フラダンス部顧問（西日本ハワイアン協会
岩﨑 有美 先生

インストラクター）

ＡＬＯＨＡ～！インストラクターの岩﨑と申します。
鹿児島では，高校のフラ部は珍しく，イベントではとても喜ばれています。
フラの深い魅力を知り，それを表現・伝えられるようレッスンしています。
私は，フラ部員のキラキラした笑顔が大好きです♡ＡＬＯＨＡの心で，日々の
生活が豊かで健康に過ごしてほしいと願っています。

ヘアーデザイン科３年
川西 聖羅 さん
（牧園中出身）

ファッションデザイン科３年
加藤 れもん さん
（頴娃中出身）

こんにちは！フラダンス

私たちフラダンス部は，
２年生６名・３年生４名で

部は，週に１回楽しく活動

毎週月曜日にレッスンしています。体育祭や

しています。経験者はもちろん，初心者の方

文化祭，イベントなどで踊ります。

も大歓迎です。

部員はみんな優しいので，分からない所が

イベントや学校行事に参加し，部員みんな

あったら丁寧に教えてくれます。ほとんどの

明るくて楽しい部活です。岩﨑先生が来てく

部員が初心者なので心配いりません。フラに

ださるので，
細かいところも指導してくれて，

興味のある方は，是非遊びに来てください。

多くの曲に挑戦しています。是非体験にお越

お待ちしています。 （フラダンス部 部長）

しください。
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（フラダンス部

副部長）

清藤寮／女子寮／ビクトリー寮／サンライズ寮

ご入学おめでとうございます
～ようこそ

サンライズ寮へ～

２月・３月の３年生の退寮で寂しく感じていたサンライズ寮にも，新入生の入寮でようやく賑やかさ
が戻ってきました。慣れない学校生活・身の回りの全ての家事・集団生活，大変ですが楽しさもいっぱ
いです。

社会福祉科３年

紗菜 さん（薩摩中出身） 寮長

古町

ご入学おめでとうございます。親元を離れて一人で行う家事は寂しく大変だ
と思いますが，そんなときは友達や先輩や寮監長を頼ってください。楽しい寮
生活を送れるように一緒に頑張りましょう。

ヘアーデザイン科３年

井上

穂香 さん（宮崎県小林市野尻中出身） 副寮長

ご入学おめでとうございます。最初は自炊や身の回りのことをこなすだけで
精一杯でしたが，今は楽しく過ごしています。一緒に楽しく寮生活を送りま
しょう。

ヘアーデザイン科２年

馬場

美優 さん（鷹巣中出身） 副寮長

ご入学おめでとうございます。慣れない家事はとても大変ですが，これまで
の家族への感謝を強く感じています。一人で悩まず，友達や先輩や寮監長に気
軽に相談してください。
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生徒会トピックス

生徒会便り

～１学年・２学年のクラスマッチを運営します！～
令和２年度は新型コロナウイルスの影響で例年通りの学校活動が行えず，クラスマッチも集団での密
を避けるため各学年での実施になりました。
以前行われた３学年のラストクラスマッチでは生徒会として，
「マスクの着用，競技後のアルコール
消毒，３密の回避，換気」の新型コロナウイルス対策を徹底して，限られた環境のもとで精一杯楽しみ，
成功を収めることができました。
今回はそれぞれの学年ごとのクラスマッチを計画し，実行をしました。トーナメント表の作成や競技
ごとの弁当の確認作業を生徒会で調整しました。
生徒会での活動にも制限がかかり，例年よりも活動量が減っているこの状況の中で，このように活動
できる機会があることは大変喜ばしいことです。放課後の時間を使ってそれぞれが真剣に意見を出し合
う姿は，学校をより良くしていこうという生徒会全員の責任感からくるものです。今回のクラスマッチ
が生徒それぞれの思い出の１ページになったことは間違いないでしょう。

普通科３年
馬込 博史 君
（錦江中出身）

調理科３年
生駒 康輔 君
（加世田中出身）

生徒会では，クラスマッ

生 徒 会 に 入 り， ク ラ ス

チを運営しています。各競

マッチや芸文公演などのス

技のトーナメント表の作成や弁当の確認を放

タッフなど，様々なことを経験させて頂きま

課後に残ってしました。新型コロナウイルス

した。当初は分からないことが多く，大変で

の影響により競技数が減り，競技をする場所

はありましたが，周囲と協力し例年よりも活

が制限されて例年とは違う形で実施されまし

気に溢れ，思い出に残る学校行事にしようと

た。生徒会も臨機応変に対応できるようにサ

努力しました。個人的にも学校行事に幅広く

ポートをして思い出に残る，学年最後の良い

貢献できて嬉しかったです。今年度も生徒会

クラスマッチになりました。

として学校を支えていきたいです。
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生徒会トピックス
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教

務

部

か

～やり抜く力～

ら

～ 専門知識及び一般教養の学力水準の向上 ～

資

格

取

得

好きなことを学びプロの道を目指そう！

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。本校での３年間は，生徒一人一人の将来を決定付け
る大切な３年間となります。９学科・６コースある本校では，学科特有の資格から全員が挑戦できる資
格まで，様々な資格を取得するチャンスがあります。
夢に向かって，ひとつでも多くの資格を取得してプロの道を目指してほしいと思います。今回は，３
年間で挑戦できる資格を紹介します。

学

科

名

学

科

特

有

の

資

在学中挑戦できる資格
(全学科共通)

格

ヘアーデザイン科

美容師国家試験受験資格・ネイリスト技能
検定３級
JBCAビューティーコーディネーター検定
３級

トータルエステティック科

認定エステティシャン・ネイリスト技能検
定３級
メイクセラピー検定３級・美肌検定

MOS試 験(マ イ ク ロ ソ フ ト オ フ ィ ス ス ペ
シャリスト)
アプリケーションコース CS検定(コンピューターサービス技能評価
試験)
普通科
ITパスポート(国家資格)
日本漢字能力検定
芸術文化コース
ＪＤＡＣ認定ダンス指導員（初級）
実用数学技能検定
パティシエコース
製菓衛生師国家試験受験資格（３年次受験） 実用英語検定
介護福祉士国家試験受験資格（３年次受験） サービス接遇実務検定
秘書検定
社会福祉科
福祉住環境コーディネーター
日本語ワープロ検定
日本赤十字社救急法
色彩検定
レストランサービス技能士国家資格３級
危険物取扱者資格
ホテルビジネス実務検定
ホテル観光科
ボイラー取扱者技能講習
サービス接遇実務検定
防火管理者資格
ビジネス実務マナー検定
ビジネス実務マナー検定
調理師免許（卒業時取得）
調理科
専門調理師技能技術考査（学科試験）
食育インストラクター
ビジネス情報科

簿記検定・電卓検定・情報処理検定
ビジネス文書実務検定
ビジネスコミュニケーション検定

ファッションデザイン科

全国高等学校家庭科被服製作技術検定(和
服・洋服)
小原流華道初級科認許状・ファッション販
売能力検定

福祉共生専攻科

介護職員初任者研修
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教

務

部

か

ら

～感動的な高校生活をサポートする～

生 徒 指 導 部 か ら

Enjoy your School Life
―

充実した高校生活を送るために

―

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。桜も満開となり，いよいよ皆さんの高校生活がスター
トします。本校へ入学される皆さんは，
自分の学びを将来へと繋げたいと強く希望されていると思います。
鹿児島城西高等学校では，それを可能にするためのカリキュラムや学習が用意されていますが，勉学や
資格取得に打ち込むために，どのような心構えで高校生活を送ったらよいでしょうか。
令和３年の日章学園のスローガンは「やり抜く力」です。中堅学年の２年生はもちろん，最終学年を
迎え社会に羽ばたく３年生も，何事も互いに協力し合い，成し遂げることで達成感を味わえる高校生活
にしたいものです。

１

想像力を働かせよう。
自分の行動で，自分のことはもちろん周りの人も幸せになるとうれしいですね。そのためには当た

り前のことを当たり前にできるようにしたいものです。登校時や始業時のあいさつは中学でもやって
きたことでしょう。それに加え，高校では社会人になった時を意識したマナーを知り，実行できなけ
ればなりません。２か月に１度の容儀指導が行われるのもその一つです。相手に良い印象を与えるこ
とは，ゆくゆくは自らに良い影響をもたらすはずです。自分のとった行動が周りにどのように波及す
るのかを，ぜひ想像してみてください。

２

笑顔のパワーを信じよう。
入学したての皆さんにとっての不安要素は何でしょう。「友だちができるだろうか」や「先輩や先

生とどう接すればいいだろうか」など人間関係について悩む人も多いかと思います。それらをすべて
解決してくれる秘密兵器は，
「笑顔」
です。希望に満ちた皆さんの顔はきっと口元に笑みがこぼれ，
真っ
直ぐ将来を見つめていることでしょう。
「笑顔」の人には自然と人も集まってきます。しかし，友人
関係を築きたくても，大切な「ルール」を守れない人もおり，辛い思いをすることがあるかもしれま
せん。今では身近になっているSNSもトラブルの一端になっています。お互いを尊重できる関係を
築きたいものです。また，高校では生徒会活動・部活動・ボランティア活動・寮生活を通して，異な
る学年や異なる世代の人と積極的に交流する機会や場があります。あなたの最高の「笑顔」を武器に
どんどん人の輪を広げてみましょう。

３

自分を見つめなおそう。
自己の言動や生活態度をより好ましいものに高めるよう，モチベーションになるものを見つけたい

ものです。４月は心機一転，将来のために何ができるか考える良い時期です。例えば，６月の英検に
合格するために，単語を覚えたり，長文読解の練習を始めたりしますよね。それと同じように，卒業
に向けて，自分をどのように持っていくか考えるのです。明日のあなたを作るのは今日のあなたなの
です。
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生 徒 指 導 部 か ら

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

進 路 指 導 部 か ら

～未来を担う生徒たちの夢をサポート～

高校生のための合同企業セミナーに参加しました
２月22日（月），日置市主催の ｢高校生のための合同企業セミナー｣ が伊集院総合体育館で開催され，
本校２年生，約130名が参加しました。今年度は新型コロナウイルスの影響で企業からの求人数も減少
しました。このセミナーは県内の企業が生徒と直接面談することにより，県内の企業を知るとともに仕
事内容についての理解を深め，就職の際のミスマッチを少しでも減らすことを目的としています。
本校の進路は約70％の生徒が就職を希望しています。高校生の早期離職は社会的にも問題となって
おり，その傾向を少しでも減少させることを目的として，このセミナーへ参加させています。
例年９月以降，本格的に就職試験が始まります。生徒それぞれが，将来を見据えて，早めにしっかり
と進路を考え，就職活動へ取り組んでほしいものです。

多数のブースが設けられた会場全体

説明を熱心に聞いている生徒たち

普通科芸術文化コース３年
下平 桜 さん
（鹿屋東中出身）

ビジネス情報科３年
尾堂 由斗 君
（伊集院北中出身）

日置市主催の合同企業セ

私は，合同企業セミナー

ミナーに参加しました。食

に参加して金融業をメイン

品会社や銀行，建築に関する職業など，さま

とした３つの企業の説明を受けました。説明

ざまな企業の説明を聞くことができました。

を聞いて，やはり資格が大切なんだなと改め

私たちは，これから１年進路について自分自

て実感しました。
私自身，まだ進路に悩んでいますが，早い

身で考えていかなければなりません。どのよ

うちにしっかりと決め，就職できるように頑

うな職に就くのか，どの学校に進むのか。

張りたいです。

悔いの残らない選択をしようと思います。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 進 路 指 導 部 か ら

～ 少 子 化 時 代 に 生 き 残 る 募 集 活 動 を 展 開し よ う ～

中高連絡部・広報企画室から

考案したデザインが大島紬に商品化
３月17日（水）鹿児島市天文館のギャラリーで大島紬デザイン公募展の商品化お披露目会がありまし
た。昨年度の公募展で特選を受賞した小野原 凜さんのデザインが１年かけて大島紬に織り上がってきま
した。また，今年度の大島紬デザイン公募展では，２年生の高田華穂さんの作品が鹿児島県PR課長賞に
選ばれました。以下にお披露目会の様子と受賞した生徒の感想を紹介します。

大島紬がいよいよお披露目になります

株式会社 村中様の制作で華やかな白大島紬に仕上がりました

これからもデザインの技術を磨きます
鹿児島県PR課長賞 「毬華」

特選 商品化「Many lifes」

ファッションデザイン科２年
高田 華穂 さん
（皇徳寺中出身）

ファッションデザイン科
令和２年度卒業生
小野原

凜 さん
（串木野中出身）

大島紬デザイン公募展で

この度は，大島紬の商品

鹿児島県PR課長賞をいただ

化に私のデザインを選んでいただいて，とても

きとてもうれしく思います。今回は，大島紬の

光栄に思います。去年の表彰式から１年，作品

デザインということで，和と女性らしさをイメー

ができ上がるのをとても楽しみにしてきました。

ジして描きました。

でき上がった作品を見て，想像していた以上に

これからもたくさんのデザイン画を描いて技

美しくて感動しています。今は，まだ大変な状

術を磨き，各種コンテストにも挑戦していきた

況ですが，この表彰を励みに頑張っていきたい

いと思います。

と思います。
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中高連絡部・広報企画室から ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

～なにごとも

助け合って

精いっぱい～

ご入学おめでとうございます
共生コース・福祉共生専攻科へようこそ！

うららかな春が訪れました。令和３年度は，共生コースに40名・福祉共生専攻科に23名，計63名の
新入生が入学しました。在校生・職員一同，新入生の皆さんが入学されるのを心待ちにしていました。
またにぎやかな１年が始まります。２年生や３年生は元気いっぱい。そして優しいです。そんな先輩た
ちと様々な場面で交流する機会があります。特別支援教育部全員で力を合わせ，行事を楽しみ，日々の
学校生活を充実したものにしていきましょう。
新入生の皆さん，よろしくお願いします。

普通科２年共生コース
田中 瑞樹 君（東谷山中出身）
新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
鹿児島城西高等学校の共生コースには社会福祉実習や職業訓練など将来に役
立つ教科がたくさんあります。文化祭や体育祭は他の学科，学年の人たちと一
緒に行事を楽しむことができます。何か困ったときには気軽に聞いてください。
充実した鹿児島城西高等学校にしていきましょう。

普通科３年共生コース
池 翔馬 君（西陵中出身）
新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
共生コースでは校外学習や実習活動など楽しい授業があります。新しい学校生活
では不安なことがあるかもしれませんが，鹿児島城西高等学校ではたくさんの行事
や授業がありますので，分からないことがあったり困ったりした時にはいつでも聞い
てください。３年間が心に残る学校生活になるよう，共に頑張っていきましょう。

福祉共生専攻科２年
檜物 駿也 君（鹿児島城西高等学校出身）
新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
福祉共生専攻科では，主に介護福祉の授業があり，２年間で初任者研修の資
格が取れます。専攻科での生活を楽しく過ごせるように，わからないことがあ
りましたら，気軽に聞いてください。不安なこともあると思いますが，少しず
つ慣れて，一緒にがんばりましょう。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特別支援教育部から

新入生の皆さん！
ようこそ，ヘアーデザイン科へ
今年も希望に満ちた新入生が入学してきました。
ヘアーデザイン科では，普通教科の他に，美容業界で活躍するために必要な国家資格である美容師免許取得に向
けて，合格のための筆記や実技の授業が行われます。また，メイクやネイル，ボディジュエリーも学習し，それぞれ
に資格取得も可能です。将来の夢実現に向けて必要な技術や知識の習得のために日々努力しています。
他の学科と比べ本校での歴史は浅い学科ではありますが，毎年，入学希望者が多く，良い伝統を築いてくれること
を期待しています。
新入生の皆さんは，全員で励まし合い，時には競い合いながら，美容業界に羽ばたくために同じ夢に向かって成長
してほしいと思います。

ヘアーメイクショー

卒業記念行事（感謝のヘアーサロン）

授業風景（ヘアカッティング）

ヘアーデザイン科３年
畠野 莉子 さん
（立神中出身）

ヘアーデザイン科２年
大隣 明佳奈 さん
（知覧中出身）

ヘアーデザイン科へ入学

ヘアーデザイン科へのご
入学おめでとうございます。

した皆さん，ようこそ。
ヘアーデザイン科では，ワインデイングなど

ヘアーデザイン科では，実習の時間がありま

の専門教科の実習があります。一日実習は大変

す。一日実習の日があり，きついときもあります

ですが，国家試験合格に向けて一緒に頑張りま

が，自分の力を伸ばす大事な日になると思いま

しょう。ヘアーデザイン科でしか経験できない

す。また，学校生活はとても楽しいです。皆さ

ことがたくさんありますので，将来に活かせる

ん一緒にがんばりましょう。

ように頑張ってください。
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美容師を目指す！

外部講師によるヘアメイク指導

ようこそ！トータルエステティック科へ☆★
～挨拶・笑顔・返事・感謝～

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
トータルエステティック科では，エステティックの知識や技術はもちろん，あいさつの仕方や発声練習，
美しい立ち方などの礼儀作法から学び，美容のプロを目指します。その他にも，メイク・ネイル・ボディジュ
エリーなどの専門教科も充実しており，様々な美容の道に進むことができます。夢実現へ向けて互いに高
め合いながら，私たちと一緒に笑顔と感動あふれる１年を過ごしましょう！

皆さんのご入学を心待
ちにしていました！高
校生活が有意義なもの
になるよう，共に学び，
楽しみ，感動の多い３
年間にしましょう♪

三位一体
トータルエステティック科２年
有薗 夏菜美 さん
（川辺中出身）
新入生の皆さん，ご入学
おめでとうございます。最
初はいろんな不安や緊張があると思います。

トータルエステティック科３年
宮本 紗衣 さん
（八代市立第二中出身）
新入生の皆さん！ご入学
おめでとうございます。
これから，エステ・メイク・ネイルなど，

様々な学校行事を通して，たくさんの思い出

沢山のことを３年間で学んでいくことになり

を作って高校生活を楽しんでください。

ますが，私たちと一緒に，充実した学校生活

素晴らしい高校時間が過ごせることを願っ
ています。私たちと一緒にトータルエステ
ティック科を盛り上げていきましょう！
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を送りましょう。わからないことがあれば，
いつでも気軽に声をかけて聞いてください。

ご入学おめでとうございます
社会福祉科は，昭和62年に全国で初めて設置された歴史と伝統のある学科です。
入学後在校生は，３年間で福祉の知識や技術を「学修」します。また，休日等にボランティア活動
として，地域や施設の行事やイベントへ参加しています。このように，日々の取組から福祉に携わる
者としての「心」の醸成を目指します。
さらに，卒業後は介護福祉士国家試験を受験した後，介護支援専門員（ケアマネジャー）等関連の
資格取得をし，福祉の最前線で有能な人材として活躍しています。
将来，福祉の現場を担う人材として，貴重な高校３年間で人との出会いを大切に，豊かな心と思い
やりを養うため，積極的な活動への参加や学習に努めてほしいと思います。

施設とのリモート実習 まだ慣れないなぁ

テレビ取材も受けました

施設職員を招き校内実習を実施しました

社会福祉科２年
本村 百合音 さん
（伊集院中出身）

社会福祉科３年
坂口 向日葵 さん
（武中出身）

新入生の皆さん，ご入学おめ

新入生の皆さん，ご入学おめ

でとうございます。これから社

でとうございます。社会福祉科

会福祉科生として，高校生活を楽しみにしている人

では，福祉について学び，３年次には社会福祉科生

が多いと思います。

の目標である介護福祉士を目指して「介護福祉士国

私は，一年前を振り返ると，不安より新しい学校

家試験」を受験することができます。新入生の皆さん

生活への楽しみの方が大きかったです。なによりも，

も高校生活を充実させて，早く自分なりの目標を持て

高校は中学校とは何もかもが違います。

るよう頑張ってください。私も自分の夢の実現に向け

自分の夢を叶えられるように勉学に励み，たくさん

て今年１年を楽しく，有意義に過ごしていきたいです。

のかけがえのない仲間と過ごす時間を楽しんで，充
実した高校生活を送ってください。

分からないことや，不安なときは私たちや先生に話
してみてくださいね。
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令和３年度目標
～鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かす～
令和２年度は，
様々なスポーツ活動が制限される中で進学体育科生徒には厳しい一年となりました。
しかし，鹿児島城西高等学校の名を全国に鳴り響かせようと，学校生活に，部活動に，明るく・前向
きに取り組んでくれました。令和３年度は，目標達成に向けて生徒たちは活気・熱気・勢いを持って
生活しています。本年度も進学体育科生徒の活躍に期待してください。

キャッチ
フレーズ

全国高校陸上競技大会2020，5,000ｍ優勝

令和２年度 県新人卓球大会優勝

進学体育科３年
永吉 雅弥 君
（帖佐中出身）

進学体育科３年
玉城 優 君
（沖縄県名護市立名護中出身）

今年のサッカー部のスローガ

今年も空手部の目標はイ

ンは「冠道」です。冠を取るた

ンターハイで優勝すること

めの日々を過ごしています。新人戦では悔しい結果

です。昨年は新型コロナウイルスの影響でイ

でしたが，高校総体，選手権は優勝できるようチー

ンターハイが中止になってしまいましたが，

ム一丸となって頑張っていきたいです。

今年は開催されることに感謝して大会に臨み

昨年から行っている地域でのあいさつ運動・清掃

たいと思います。新入生にとって，楽しく厳

活動などを継続し，地域の方からも応援されるチー

しい先輩として手本となれるように頑張りた

ムにしていきたいです。

いです。

進学体育科３年
大園 丈太郎 君
（伊敷台中出身）

進学体育科３年
出永 彩花 さん
（星峯中出身）

昨年は新型コロナウイルスの

昨年は団体の優勝旗を全て取

影響で試合がほとんどなくなっ

り返すことができましたが，個

てしまったので，今年は県総体をまずは勝ち抜いて，

人戦では悔いの残る結果となってしまったので新た

全国で優勝できるように頑張りたいです。また，昨

な気持ちで，次の大会では団体・個人ともに良い結

年の３年生は試合ができずに引退したので，先輩た

果を残せるようにしたいです。そして私たち３年生に

ちの分まで活躍できるように練習に励んでいきたい

とっては最後の年になるので，やるべきことはしっか

です。ボクシング部の応援もよろしくお願いします。

りとし，チームのために頑張りたいです。
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ご入学おめでとうございます
『夢実現に向けて羽ばたこう』

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
普通科は，それぞれが専門のプロになるため特色ある専門の授業を通して技術を磨き生徒一人一人
がいきいきと活動している学科です。夢実現に向けて頑張る生徒たちが充実した学校生活が送れるよ
う学科が一つになって応援します。これからはじまる高校生活を一緒に頑張りましょう！
各コースの先輩から，新入生の皆さんへのメッセージを紹介します。

普通科３年
アプリケーションコース

普通科２年
進学公務員コース

東

白柿 咲羽 さん
（鹿児島育英館中出身）

龍弥 君
（吉田南中出身）
新入生の皆さん，ご入学

新入生の皆さん，ご入学

おめでとうございます。普通科は６コースに

おめでとうございます。進学・公務員コース

分かれています。その中のアプリケーション

では多くの資格取得に取り組み，夢実現に向

コースでは，パソコンの基本的操作技術から，

けて良い環境で学習することができます。ま

PythonやJavaScriptなどの高度なプログラミ

た，公務員試験では自分の地力が解り苦手科

ング技術を学びます。これからの３年間を全

目を把握することができます。私たちと一緒

力で楽しんでいきましょう。

に頑張りましょう。

普通科３年
芸術文化コース

普通科２年
パティシエコース

黒木

江口

美翔 さん
（北指宿中出身）

彩佳 さん
（第一鹿屋中出身）

新入生の皆さん，ご入学

新入生の皆さんご入学おめで

おめでとうございます。私たち芸術文化コー

とうございます。パティシエコースでは，将来パティ

スは歌やダンス，日本舞踊にエアロビクスな

シエになることを目指して日々頑張っています。３年

どの様々な専門教科に加え，普通科として

生では国家試験があるため，１・２年生では専門的

の座学も両立して日々学んでいきます。新入

なことを学習しています。自分の好きなお菓子を作

生の皆さんも，私たちと一緒に夢や目標に向

ることが将来を楽しませてくれる素敵なコースです。

かって頑張りましょう。

一緒にパティシエコースで頑張っていきましょう。
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温泉ソムリエの資格を全員取得しました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で取得～

２月に予定されていた「令和２年度春季校外ホテル実習」が，新型コロナウイルスの影響で無期延期となり，校内
，17日
で実習を行う一環として，ホテル観光科１，
２年生27名が，２月16日（火）
（水）の２日間にわたり，温泉ソムリ
エ認定セミナーを受講しました。
温泉ソムリエ協会師範 六三四（むさし）様を講師にお迎えし，５時間の講義と認定試験を経て，27名全員が温泉
ソムリエの資格を取得することができました。
校外ホテル実習が再開した際や，今後の進路にも生かしてほしいと思います。
以下にセミナーの様子をお伝えします。

興味津々のセミナー受講

全員資格を取得しました

ホテル・ブライダルに関する職業講話を行いました
～おもてなしの心と素敵な笑顔で受講～

２月18日
（木）
に，
ホテル観光科１，
２年生27名が，
「ホテル・ブライダルに関する職業講話」を受講しました。
本校ホテル観光科を平成24年に卒業，現在「城山ホテル鹿児島」でウェディングプランナーとして活躍，
ウェディングプランナーの甲子園とも言われる「鹿児島グッドウェディングアワード2020」で，最高賞の
グランプリを受賞した，
中元友梨さんを講師にお招きし，
在学中から現在に至るまでのプロセスや，
ウェディ
ングに関する内容を中心に話を聞きました。
以下に講話の様子と，生徒の感想をお伝えします。

中元さんを中心に…はい！ポーズ

熱の入った中元さんの講話

ホテル観光科３年
森木 麻央 さん（加治木中出身）
今回の校内実習で，ホテル観光科の卒業生である中元さんから，ウェディン
グプランナーについての講話を聞きました。
特別に「鹿児島グッドウェディングアワード2020」でグランプリを受賞された
時のスピーチを聞いてとても感動し，涙が出そうになりました。
将来につながる貴重なお話を聞き，有意義な時間を過ごすことができました。
－20－

～調理科へようこそ!! ご入学おめでとうございます～
３月に46名の３年生が卒業し，さびしい気持ちでいましたが，４月８日（木）に令和３年度の入学式が執
り行われ，90名もの調理科生が入学しました。
希望に胸を膨らませながらも，緊張や不安もあると思いますが，調理科で，料理に関する専門的な知識や
技術を沢山習得して，３年後，それぞれが思い描く調理師への夢の実現を，在校生・職員一同サポートして
いきますので，一緒に頑張って行きましょう。
今回は，在校生からの入学のお祝いメッセージを紹介します。

調理科３年
水堀 晶太 君
（伊敷中出身）

調理科３年
長﨑 優汰 君
（国分中出身）

新入生の皆さん，ご入学

新入生の皆さん，ご入学お

おめでとうございます。こ

めでとうございます。本校に

れからの３年間は，様々なことを経験し，学

入学し，これからの高校生活で多くの知識を学び，

び，そのたびに成長していくことと思います。

自分自身の大きな夢に向かって充実した楽しい生

その先にある皆さんの目標や夢に向かってい

活を送ってください。
高校３年間のうちには，大変なこともあると思

くために，充実した高校生活を共に過ごして

いますが，同じ夢を持つ仲間・先輩たちが近くに

いきましょう。

いますので，共に切磋琢磨していきましょう。

～～調理科生が楽しみな調理実習～～

包丁研ぎからスタートします

先生の指導を受けながら…

校内技術検定で，個人技術もレベルアップ

自分の腕を試す料理コンクールにも出場

生徒・職員を対象にお弁当を販売
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☆ご入学おめでとうございます☆
☆ビジネスチャンスをつかむ知識
☆ビジネス社会で必要なパソコンの技術
☆資格・検定対策への挑戦

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
ビジネス情報科は，ビジネス社会の中で様々なビジネスチャンスに対応し，即戦力として活躍でき
る人材を育成します。
３年間で10以上の資格取得を目標に，専門の簿記検定・情報処理検定・電卓検定・ビジネスコミュ
ニケーション検定などに加え，漢字検定・英語検定・秘書検定・サービス接遇検定などにも挑戦し，
未来のビジネスリーダーを目指します。
２，３年生の先輩も夢の実現に向けて，取り組んでいます。一緒に頑張りましょう！

６月
全商簿記検定

７月

10月

11月

全商ビジネス文書
全商ビジネス文書
日本情報処理検定
実務検定
実務検定

（日商簿記検定）

全経電卓検定

（秘書技能検定）

全商ビジネス
コミュニケー
ション検定

12月

１月

２月

全経電卓検定

全商簿記検定

全経電卓検定

（日商簿記検定） 日本情報処理検定

（日商簿記検定）

（秘書技能検定）

日本情報処理検定



昨年度の検定日程（時期や内容など変更がある場合があります。
）

ビジネス情報科２年
杉元 結菜 さん
（伊集院中出身）

ビジネス情報科３年
假屋 亮 君
（紫原中出身）

新１年生の皆さん，ご入学

ご入学おめでとうござい
ます。

おめでとうございます。
ビジネス情報科では，情報処理や商業の専

ビジネス情報科では，多くの資格取得を目

門科目以外にも，マジックなどコミュニケーショ

指して，簿記や情報処理，マジックなどの専

ン能力を高められる授業もあり，楽しく学ぶこ

門的な知識と技術を学ぶことができます。
新入生の皆さん，３年間一生懸命学び，楽

とができます。
多くの資格を取得し，夢を実現できるように
楽しく，共に一生懸命学びましょう。

－22－

しい高校生活にしましょう。

ご入学おめでとうございます

〜夢を創り 夢を着る ファッションデザイン科へようこそ〜
新入生と保護者の皆さま，ご入学おめでとうございます。
，
，
ファッションデザイン科では「ファッション造形」
「デザイン」
「カラーコーディネート」などファッ
ションに関する教科を通して，それぞれの感性を伸ばしながら，専門的な知識や技術を習得していきま
す。学科の生徒が一丸となって取り組むファッションショーや針供養，保護者への感謝の集いなどの学
科行事も充実しており，多くのことを学び成長することができます。自分の夢実現に向けて，有意義な
高校生活になるように頑張っていきましょう。以下に，２・３年生からのメッセージを紹介します。

私たちがサポートします。一緒に頑張りましょう！

ファッションショー

保護者への感謝の集い

ファッションデザイン科３年
泉 羽音 さん
（北指宿中出身）

伝統行事の針供養

ファッションデザイン科２年
藏前 和音 さん
（川辺中出身）

新 入 生 の 皆 さ ん， ご 入

新入生の皆さん，ご入学

学おめでとうございます。

おめでとうございます。

ファッションデザイン科では，１年生は基礎

最初は，周りが知らない人ばかりで，皆と仲

縫いから始まり，スカートやショートパンツ

良くなれるか不安な人も多いと思います。分か

を制作し，３年間で様々な作品制作に取り組

らないことなど先生方や私たちに何でも聞いて

みます。入学したばかりで不安もあると思い

くださいね。楽しい高校生活が送れるように，

ますが，一緒に協力して行事を盛り上げてい

私たちも精一杯サポートします。一緒に頑張り

きましょう。

ましょう。

－23－

「失敗を恐れずにチャレンジすることが大切」



普通科パティシエコース
学校生活・日常生活の中で
失敗した時はこのように考え

辻

裕三郎

を収めましたが，その裏では成功以上の失敗を乗
り越えたという経歴があります。

よう。
「この世に失敗しない人

トーマス・エジソンが歴史に残る偉業を達成で

間は一人もいない。
」 人はだ

きたのは，失敗を失敗と考えずに，必ず成功でき

れでも失敗した時に落ち込み，

るという信念を持っていたからです。他の人から

悩みます。特に仕事での失敗は，そのことが頭か

見れば「狂っている」と思われるくらい，失敗を

ら離れず，時には食事も喉を通らなくなったり，

重ねたからこそ成功をつかみ取ったのです。

睡眠障害を引き起こしたりします。

トーマス・エジソンに限らず，世の中で成功者

また，仕事での失敗もさまざまですが，失敗が

と言われる人びとは例外なく，無数の失敗を経験

大きければ大きいほど，落ち込み悩む期間も長く

して乗り越えてきました。ただし大事なことは，

なります。そして，悩みの期間が長くなるにつれ

失敗をしてもそのまま放置しないということで

て，精神的な病気にもなりやすく，それが原因で

す。失敗はだれでも当たり前にするものですが，

肉体的な病気にもなりかねません。

その失敗から教訓を学び取らなければならない

大事なことは失敗を成功に変えること。この世

のです。「なぜ失敗したのか？」
「なにが原因で

に失敗をしない人間は存在しません。私たち人間

失敗したのか？」
「今度はどうすれば成功するの

はすべて不完全な存在だからです。逆に言うと，

か？」を考えなければいけません。

完全な人間はこの世に存在しないのです。ですか

そのような検証をしなければ，進歩向上するこ

ら私たち人間は，失敗して当たり前，失敗して当

とができないからです。失敗した時に大切なこと

然なのです。

は，悩むことではなく，どうしたら失敗を成功に

歴史上の偉人と言われる人びと，たとえば発明
王と言われるトーマス・エジソンは，数々の成功

変えることができるのか，ネガティブではなくポ
ジティブに考えることが大切なのです。

お知らせ（事務局から）
４月分学校納付金について
４月分の学校納付金は，諸費・補助教材費と併せて振替となります。
諸費・補助教材費の金額については，新入生は入学のしおり，在校
生はレポートライフ３月号にて，それぞれご案内させていただいてお
ります。
また，スクールバス維持費は４月分から７月分は，５月から８月分
までの学校納付金にて，１か月遅れで納入していただきますので，４

【学校納付金振替日】
４月分
４月26日（月）
※４月15日
（木）
の振
替はございません。

３月分
５月17日（月）

月分学校納付金での納入はありません。
やむなく現金または振り込みにて納入される場合は，必ず金額確認
のため，連絡をしていただきますようお願いいたします。
－24－

※必ず前日までに
ご入金ください。

４・５月行事予定
月日

曜日

４／７
8

水
木

9

金

12
13
14
15
16
20
21
22
23
26
27
28
29
30
５／３
４
５
6
7
10

月
火
水
木
金
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月

11
12

火
水

13
14
15
17
19
20
21
24

木
金
土
月
水
木
金
月

25
26
27
28
31

火
水
木
金
月

行

事

始業式・新任式・命日講話，通学時指導
入学式，ドリームコース入学式（１４：００）
，入寮式（各寮）
，共生･専攻科第１回保護
者会
対面式（１H），容儀各HR指導（２H）
，１年オリエンテーション（３･ ４H）
，全学年
HR（５･ ６H）
，進路希望調査配付（３年）
心電図１年（１～３H）
，HR活動（1年 ４H）
，キャリアパスポート指導（６H）
第１回全校書取，身体測定1年（１～３H）
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，身体測定３年（１・２H）
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，身体測定２年（１・２H）
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，生徒写真撮影（～ ２８日）
，胸部レントゲン１年（１～３H）
１年校外研修（１班）
，検尿１次
１年校外研修（２班）
，検尿１次
１年校外研修（３班）
１年校外研修（４班）
，部活動結団式（放課後）
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，調理科包丁入魂式
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，検尿１次
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，検尿１次
昭和の日
家庭訪問（Ｃ日課３H）
，寮点検
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
学園創立７１周年記念日
後援会役員会，日置地区大会
愛好デー・ワックス掛け（ＳＢ１～４番線）
，学習支援検査（１年）
，職業適性検査（２
年）
，常識テスト（３年）５・６H
検尿２次，第１回英語小テスト
中間試験時間割発表，防災訓練（７H）
，寮生指導，検尿２次，福祉共生専攻科演劇
鑑賞
生徒総会（５・６H）
，第１回就職模擬試験（０H）
特別作業（６H）
，学習支援検査・職業適性検査・常識テスト（予備日）
後援会総会，現場実習説明会（特別支援）
進路相談（３年 ２９日まで）
中間試験
中間試験，強化部訪問
中間試験
いじめ撲滅週間，語らいの週間（ＳＢ１～４番線）
，合同面接指導（３年 ６H），鹿
児島キャンパス併設校説明会（３年 ３・４H）
検尿２次，語らいの週間（ＳＢ５～８番線）
，第１回数学小テスト
検尿２次，語らいの週間（ＳＢ９～ １２番線）
学園忌日祭
語らいの週間（ＳＢ１３ ～ １７番線）
，寮点検
語らいの週間（ＳＢ１８番線・ＳＢ利用生徒以外）
※行事については変更もあり得ますので，その都度連絡します。

文部科学大臣・厚生労働大臣指定校 資格取得推進校

